マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）

UNIT２４（ページ４８〜４９） 翻訳

静かにしてください。仕事をしています。

Please be quiet. I am working.

今雨が降っていません。

It isn't raining right now.

今夜何をしていますか？

What are you doing tonight?

彼女が到着した時、私は仕事をしていました。

I was working when she arrived.

雨が降っていなかったので、傘は必要ありませんでした。

It wasn't raining, so we didn't need an umbrella.

３時に何をしていましたか？

What were you doing at 3:00?

パーティに一度も招待されていません。

I'm never invited to parties.

バターはミルクから作られています。

Butter is made from milk.

これらのオフィスは毎日キレイにされていません。

These offices aren't cleaned every day.

そのオフィスは昨日キレイにされました。

The office was cleaned yesterday.

それらの家は１００年前に建てられました。

These houses were built 100 years ago.

その窓はどのように破られましたか？

How was the window broken?

あなたはどこで生まれましたか？

Where were you born?

私はこの家に１０年間住んでいました。

I've lived in this house for 10 years.

トムは一度も馬に乗ったことがありません。

Tom has never ridden a horse.

ケイトは南アメリカに行ったことがありません。

Kate hasn't been to South America.

ポールとニコルはどこへ行きましたか？

Where have Paul and Nicole gone?

コーヒーは好きが、紅茶は好きではありません。

I like coffee, but I don't like tea.

クリスはあまり頻繁に出掛けません。

Chris doesn't go out very often.

通常あなたは週末に何をしますか？

What do you usually do on weekends?

シルビアは独りで暮らしていますか？

Does Silvia live alone?

私は昨日テレビを見ませんでした。

I didn't watch TV yesterday.

先週雨が降りました。

It didn't rain last week.

ポールとニコルは何時に出掛けましたか？

What time did Paul and Nicole go out?
EXERCISES（演習）:

あなたは夜に仕事をしますか？

Do you work at night?

彼らはどこへ行こうとしていますか？

Where are they going?

何故あなたは私を見ているのですか？

Why are you looking at me?

ビルはあなたの近くに住んでいますか？

Does Bill live near you?

あなたは料理するのが好きですか？

Do you like to cook?

日は照っていますか？

Is the sun shining?

それらのお店は何時に閉店しますか？

What time do the stores close?

マリアは今日働いていますか？

Is Maria working today?

この単語は何という意味ですか？

What does this word mean?

気分は大丈夫ですか？

Are you feeling alright?

トムは夜に働きません。

Tom doesn't work at night.

私はとても疲れています。今夜出掛けたくありません。

I'm very tired. I don't want to go out tonight.

私はとても疲れています。私は今夜は出掛けません。

I'm very tired. I'm not going out tonight.
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ゲリーは今週働いていません。彼は休暇中です。

Gary isn't working this week. He's on vacation.

私の両親は通常家にいます。彼らはあまり頻繁に出掛けません。

My parents are usually at home. They don't go out very often.

ニコルは旅行をたくさんしてきましたが、どの外国語も話しません。

Nicole has traveled a lot, but she doesn't speak any foreign
languages.

テレビを消してもらっていいですよ。私は見ていませんから。

You can turn off the television. I'm not watching it.

リズは来週の彼女のパーティに私たちを招待しましたが、私たちは出席しませ
ん。

Liz has invited us to her party next week, but we are not going.

あなたの靴はどこで作られましたか？

Where were your shoes made?

昨晩あなたはどこへ出掛けましたか？

Did you go out last night?

１０時半にあなたは何をしていましたか？

What were you doing at 10:30?

あなたのお母さんはどこで生まれましたか？

Where was your mother born?

バーバラは家に帰りましたか？

Has Barbara gone home?

彼女は何時に行きましたか？

What time did she go?

いつそれらの家は建てられましたか？

When were these houses built?

スティーブはもう到着しましたか？

Has Steve arrived yet?

何故あなたは家に早く帰ったのですか？

Why did you go home early?

彼らはどれくらい結婚していますか？

How long have they been married?

ジョーは彼のパスポートを失くしました。

Joe has lost his passport.

この橋は、１０年前に建てられました。

This bridge was built 10 years ago.

あなたはもう仕事を終えましたか？

Have you finished your work yet?

この街はいつも綺麗です。その通りは毎日掃除されています。

This town is always clean. The streets are cleaned every day.

あなたはどこで生まれましたか？

Where were you born?

ちょうど今コーヒーを入れたところです。いかがですか？

I have just made some coffee. Would you like some?

グラスは砂で作られています。

Glass is made from sand.

これはとても古い写真です。私が随分前に撮りました。

This is a very old photograph. It was taken a long time ago.

ディビットは新車を買いました。

David has bought a new car.

傘を持っていくつもりです。雨が降っています。

I'm going to take an umbrella with me. It's raining.

あなたはどうしてそんなに疲れているのですか？昨晩遅くに寝ましたか？

Why are you so tired? Did you go to bed late last night?

チョコレートはどこですか？全部食べてしまいましたか？

Where are the chocolates? Have you eaten all of them?

新しい仕事はどうですか？楽しんでいますか？

How is your new job? Are you enjoying it?

私の車はその事故でひどく損傷しましたが、私は無事でした。

My car was badly damaged in the accident, but I was okay.

クリスは車を持っていますが、彼女はあまり頻繁に使いません。

Chris has a car, but she doesn't use it very often.

メリーは家にいません。彼女は数日間留守にしています。

Mary isn't at home. She has gone away for a few days.

私はその問題がわかりません。もう一度説明してもらえますか？

I don't understand the problem. Can you explain it again?

マーティンは彼の部屋にいます。彼は音楽を聴いています。

Martin is in his room. He is listening to music.

この単語をどのように言っていいかわかりません。どうやって発音しますか？

I don't know how to say this word. How is it pronounced?

この窓はどうやって開けますか？見せて（教えて）もらえますか？

How do you open this window? Can you show me?
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